
資料１-１ 

磐田市認知症総合支援事業 取り組み状況と今後の推進 

■認知症の予防と重症化予防 

 認知症について正しく理解し、日頃からの認知症予防のための取り組みを推進するとともに、早期発

見のための早期受診、早期治療、適切な対応を普及啓発する。 

＜１＞ 認知症への理解を深めるための普及啓発の推進                                        

◆ 認知症サポーター養成講座の開催 

・認サポ 14,265人→16,023人（中学校、自治会、サロン、民間事業所等）          

◆ 認知症地域支援推進員の配置 

・地域の認知症施策の中心として活動 

・10日常生活圏域（中学校区）R１ 10名 

★ 認知症の理解にむけたフォーラムを地域で開催 

 ・地域課題に合せた内容の開催 

・フォーラム ７地域で10回開催 1,043人来場 

★ 認知症サポーターのフォローアップ、レベルアップ（地域ごとの連携強化） 

 ・包括と該当地域のキャラバンメイトを編成、連携強化 

  （オレンジメイト：福田包括の取り組み） 

＜２＞ 認知症の進行段階に合わせた、医療・介護の提供 

◆ ケア専門職の資質向上のための研修の実施 

◆ 認知症疾患医療センター（磐田病院）との連携（早期発見、早期対応の充実） 

★ 認知症初期集中支援チーム 

・えいせい脳外科クリニックへの委託 平成 30年度から本格稼動 

     実績：１件（３ヶ月で受診に至り、支援終了）                       

★ 認知症ケアパスを「いわた認知症ハンドブック」としてリニューアル（2,000部） 

◎ いわた認知症ハンドブックの普及（2,000部増刷） 

＜３＞ 認知症予防事業の実施  

★継続的かつ具体的な認知症予防活動の普及（いきいき百歳体操、高齢者サロン） 

◆＝これまでやってきたこと（今後も継続） 

★＝30年度取り組み事業（今後も継続） 

◎＝元年度の更なる取り組み事業 



■ 認知症の方とその家族への支援 

 認知症の症状が明らかになってきている人やその家族が、介護保険サービスだけではなく、様々な支

援により住み慣れた地域のよい環境で暮らすための取り組みを行う。 

＜４＞ 若年性認知症の相談支援体制の強化                                                  

◆ 地域包括支援センターによる現状把握と課題の検討 

◆ 若年性認知症意見交換会開催（H30 ４回）R１ 4回実施予定 

★ 当事者の声に基づいた支援 

＜５＞ 認知症介護者への支援 

◆ 認知症家族会の開催（H30 ３回） 

◆ 認知症の方やその家族の集いの場としての「認知症カフェ」の普及（H30 30回） 

★ 認知症介護者への在宅介護手当拡充 

＜６＞ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進   

◆ 認知症サポーターによる地域での見守り 

◆ 認知症高齢者事前登録制度による見守りオレンジシールの配布 

・116名登録（H31.３） 

★ 認知症キャラバンメイト・サポーターの包括単位での活動 

＜７＞ 認知症の人やその家族の視点の重視 

◆ 認知症地域支援推進員による課題把握 

   ★ 当事者や家族の声を行かした支援を実施（認知症ハンドブックへの反映等） 

★ 認知症家族会、若年性認知症意見交換会にて、当事者や家族の声のききとり 

■ 認知症施策推進協議会の開催 

 認知症になっても本人の意思が尊重され、認知症の人及びその家族が、住みなれた地域でともに生活

を送ることができるよう支援することを目的として、認知症の人等を支援するための施策の推進に関し、

関係者で協議するため開催する。 

★ 認知症施策推進協議会開催 年間２回 
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資料２ 

いわた認知症ハンドブックについて 

１ いわた認知症ハンドブック 概要 

 『認知症の方ができる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続

けること』を目指し、平成 30 年度磐田市認知症ケアパスを『いわた認知症ハ

ンドブック』にリニューアルしました。 

ハンドブックでは、認知症について正しく理解していただくため、認知症

の症状や予防、認知症の段階に応じた相談先や受診先、集いの場などを紹介

しています。 

【 目 次 】12 ページ 

      ① 認知症って？              P２～３  

       ② 認知症の進行と支援体                   P４～５ 

       ③ 自分や家族の認知症が心配               P６ 

      ④ 認知症の相談先                         P７ 

       ⑤ 医療機関の受診方法           P８  

      ⑥ 運転免許のことを知りたい        P９ 

⑦ 認知症見守りオレンジシール             P９ 

       ⑧ 当事者同士や介護家族と情報交換をしたい P10 

      ⑨ 認知症を知り支え合う地域になるために  P11 

          認知症・初期の相談可能機関一覧等    P12  

２ 作成部数 

平成 30 年度  ２，０００部 

  令和元年度   ２，０００部            計４，０００部 

３ 配布先 

市内医療機関（医師会、歯科医師会、薬剤師会、磐田病院） 

  地域包括支援センター（７ヶ所）、交流センター（23 ヶ所） 

  各支所、図書館、介護サービス事業所、認知症キャラバンメイト、 

民生委員児童委員、サロン代表者 など 



いきいき百歳体操

磐田市健康増進課
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あなたにとって
「幸せな生活」とは？

お隣さんと自分の「幸せな生活」
について、ちょっと話してみて
ください



幸せな生活とは？

自由気ままにできる
趣味がある

生活の中で
役割がある

生活に困らない
お金がある

なんでも話ができる
友人がいる

月１回旅行に
行ける

生活しやすい
家がある

欲しいものがすぐに
手に入る環境

おいしいものが
食べられる

健康



磐田市の現状



人口（外国人含） （－２06人）

高齢者数（外国人含） （＋710人）

高齢化率 （＋0.5％）

平成３1年3月末時点（平成30年3月末以降増減）

要介護認定者（第1号認定者） 6,922人（＋240人）

要介護認定者（第2号認定者） １７7人（－2人）

要介護認定率（第1号認定者/第1号被保険者） 14.７％（＋0.3％）
平成３1年3月末時点（平成30年3月末時点）

第１号保険料（月額） 5,100円
平成30年～32年度基準額

磐田市の現状

169,725人

47,118人

２７．8％



磐田市の人口（H３１年３月末）

総数
65歳以上

高齢化率
内75歳以上

磐田第一中学校区 19,881 5,436 2,874 27.34％

城山中学校区 29,582 7,301 3,677 24.68％

向陽中学校区 10,349 3,077 1,365 29.73％

神明中学校区 13,790 3,394 1,569 24.61％

南部中学校区 18,173 5,164 2,354 28.42％

福田中学校区 17,651 5,412 2,784 30.66％

竜洋中学校区 18,818 5,735 2,786 30.48％

豊田中学校区 13,384 3,523 1,578 26.32％

豊田南中学校区 17,078 4,591 2,033 26.88％

豊岡中学校区 11,019 3,485 1,770 31.63％

磐田市全体 169,725 47,118 22,790 27.76％



要支援１
要支援２

虚弱高齢者元気な高齢者
要介護
１～５

今のうちに
介護予防に
取り組む

必要がある人

交流センター
体育館・体育施設
指定管理施設

介護予防
通所介護

通所リハなど教室
通所介護

通所リハなど

障がい福祉サービス

サロン
シニアクラブ

5,200人1,300人30,700人 7,200人

８５％

民間

7

住まい・地域

平成28年３月末時点



4,492人

6,230人4,200円 5,100円

磐田市の介護保険認定者数の推移（人）
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脳卒中, 

21.7%

認知症, 

21.4%

高齢による

衰弱

12.6%

転倒・骨折, 

10.9%

関節疾患

6.8%

パーキンソン病, 

4.2%

心疾患, 3.4%

糖尿病, 2.9%

脊髄損傷, 2.2%

呼吸器疾患, 

2.2%

悪性新生物, 

1.9%

視覚・聴覚障害

1.5%

その他・不明

8.4%

H２５.国民生活基礎調査より

介護認定主疾患



関節疾患, 

20.7%

高齢による

衰弱

15.4%

転倒・骨折

14.6%
脳卒中

11.5%

心疾患，

7.0%

認知症, ３．６%

悪性新生物

（がん）, 3.2%

呼吸器疾患, 

2.9%

糖尿病

2.8%

パーキンソン病

1.7%

視覚・聴覚障害, 

2.5%

脊髄損傷, 2.4%

その他・

不明

11.8%

H25.国民生活基礎調査より

要支援1･2 認定者の主疾患



介護予防とは ・・・

①要介護状態になることを
できる限り防ぐ（発生を予防する）こと

②要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化
しないようにする（維持･改善を図る）こと
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要支援１
要支援２虚弱高齢者元気な高齢者

要介護
１～５

今のうちに
介護予防に
取り組む

必要がある人

5,200人1,300人30,700人 7,200人



介護予防



健康（５つのポイント）

栄養

認知
口腔

こころ

筋力

健康



「いきいき百歳体操は」

米国国立保健研究所・老化医学研究所
推奨の体操から５つを取り入れた

１）両腕を前に上げる ⇒ 肩の前の筋肉を鍛える
２）両腕を横に上げる ⇒ 肩の横の筋肉を鍛える
３）椅子から立ち上がる⇒ お腹・ももの筋肉を鍛える
４）膝を伸ばす ⇒ ももの筋肉を鍛える
５）足を横に上げる ⇒ お尻の横の筋肉を鍛える



こんな効果が・・・！！

筋肉が太くなる！

骨粗鬆症予防になる！

脂肪燃焼をよくする！

肌を綺麗にする！



なぜ効果があったのか！？

ポイント！！

① ゆっくり！

② 無理をしない！

③ 呼吸を止めない！



あなたにとって
「幸せな生活」とは？



１．整理運動･･･４種
２．筋力運動･･･５種
３．整理体操･･･３種

全部通して 約３０分

3ヵ月後くらいから
お口の健康のための

「かみかみ百歳体操（約１５分）」
も取り入れてみましょう
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活動の条件

５名以上の仲間で

週１回定期的に実施する

地域の方なら誰でも入れる
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必要なもの

テレビ
ＤＶＤが再生
できる機械

椅子

会場
20



活動への支援

2回目まで技術支援

ＤＶＤ・重錘バンドの無料貸出し

初回と3ヵ月後に体力測定
（6ヵ月毎継続支援）

21
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7.31

5.59

9.24

7.53

11.07

8.09

9.43

7.08

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

TUG 初回 TUG 最終

TUG測定結果（竜洋敷地茶話会）

６０代 ７０代 ８０代/９０代 全体

転倒リスク
大

転倒リス

ク

80歳・90歳で
2.98秒速くなる

転倒リスクが
低くなった

2.35秒速く
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8.0

7.1
7.0

5.9

7.5

6.6

9.4

8.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

初回 3ヵ月後

全体

60歳代

70歳代

80歳以

上

TUG測定結果（磐田市内１０ヶ所）



磐田市健康増進課
地域保健グループ

電 話：０５３８－３７－２０１３
ＦＡＸ：０５３８－３５－４５８６

いきいき百歳体操



磐田市いきいき百歳体操　実施団体数　令和元年6月30日現在 →新規登録

地区 会場 曜日 開始時間 活動ベース 住所

ｉプラザ交流ラウンジ 月 9:40 希望者 国府台57-7

まちなかＣａｆｅ 火 10:00 希望者 中泉245

坂上町公民館 金 13:30 希望者 中泉2515-1

旭ヶ丘公民館 金 13:30 希望者 国府台63-6

中泉交流センター 火 10:00 希望者 中泉2404-1

ふれあい交流センター 火 9:00 希望者 国府台493-1

七軒町公会堂 月 13:30 サロン 中泉72-15

iプラザふれあい交流室 水 10:00 希望者 国府台57-7

石原町公会堂 水 9:00 希望者 中泉1689-1

西新町公会堂 火 10:00 シニアクラブ 中泉2938-1

西新町公会堂 金 10:00 シニアクラブ 中泉2938-1

桜ヶ丘公会堂 火 9:30 希望者 国府台

御殿自治会館 水 10:00 希望者 御殿

今之浦 今之浦記念館 水 9:30 希望者 今之浦３丁目

城之崎公会堂 火 9:30 希望者 城之崎1-6-9

安久路公会堂 水 9:30 希望者 安久路2丁目17-15

西貝保育園 水 13:30 希望者 西貝塚3037

西貝公会堂 月 9:30 希望者 西貝塚

新出公会堂 金 9:00 希望者 新田533-1

東新町コミュニティ会館 月 9:30 サロン 東新町2-2-10

和口公会堂 金 13:15 シニアクラブ 和口

明ヶ島中公会堂 月 9:00 シニアクラブ 明ヶ島1121-43

デイサービス「ほほえみの家」 日 9:00 希望者 明ヶ島原31－1

長江公会堂 水 13:30 希望者 長江

稗原公会堂 金 13:30 サロン 稗原４４１

北島老人憩いの家 金 9:30 サロン 北島108

万正寺公会堂 月 9:00 サロン 万正寺577-1

於保農村婦人の家 水 9:30 サロン 大原1654-1

中大原公会堂 月 10:00 サロン 大原1925-2

中野団地公会堂 木 10:00 サロン 中野1-220

小島老人憩いの家 木 13:30 シニアクラブ 小島743-2

草崎公会堂 金 9:00 希望者 草崎2069-1

福田農村環境改善センター 水 9:30 サロン 南島391-1

本田公民館 月 10:30 希望者 福田中島571-4

１３番組公会堂 月 13:30 シニアクラブ 福田4011-1

新田公民館 火 9:30 希望者 福田中島１１９６－１

14番組公民館 水 9:00 希望者 福田中島

福田南 福田南交流センター 木 10:00 希望者 福田５４８９－２

豊浜 大島公会堂 木 14:30 サロン 豊浜

横町公会堂 火 9:30 サロン 掛塚802

敷地公民館 水 10:00 サロン 豊岡3004-1

磐南セレモニーホール竜洋 友引 11:00 希望者 白羽174-1

あおば会館 月 10:00 希望者 平間1274-181

竜洋交流センター 金 13:30 希望者 岡783-1

ふれあい荘 月 10:00 希望者 駒場1644-14

中泉

西貝

南御厨

田原

御厨

南

長野

福田

竜洋



地区 会場 曜日 開始時間 活動ベース 住所

住吉町公会堂 木 9:30 希望者 見付1487-6

幸町会館 水 10:00 サロン 見付3578-1

西坂会館 火 10:00 サロン 見付3520-1

加茂川会館 月 10:00 シニアクラブ 見付3291-2

権現町公会堂 金 13:30 希望者 見付590-1

富士見町会館 火 13:30 希望者 見付664-1

水堀会館 火 9:30 希望者 水堀116

緑ヶ丘公会堂 木 13:30 希望者 見付1724-101

美登里町公会堂 月
（第1週は土）

9:30 希望者 見付

東大久保公会堂 土 9:00 希望者

河原町町民会館 木 10:00 サロン 河原町

大藤団地公会堂 月 8:30 希望者 大久保734-182

大藤５区公会堂 火 9:30 シニアクラブ 大久保863-24

向笠 向笠交流センター 火 9:30 希望者 向笠竹之内３７２－１

寺谷圦上公会堂 金 10:00(第3金は14:30） サロン 寺谷134-2

匂坂上公会堂 月 8:30 サロン 匂坂上179

豊岡中央交流センター 火 9:00 希望者 壱貫地76-5

豊岡中央交流センター 木 9:30 希望者 壱貫地76-5

商工会豊岡支所 木 13:30 希望者 上野部1718-28

豊岡東交流センター 火 10:00 希望者 敷地1187-3

白梅豊岡病院 火 9:00 希望者 下神増185-19

平松公会堂 日 9:00 希望者 平松394-5

梅香の里 火 9:30 シニアクラブ 下野部363-1

池田隣保館 金 13:30 サロン 池田1185

池田交流センター 金 10:00 希望者 池田407-1

池田中公会堂 火 13:30 サロン 池田853-2

ケアハウスゆやの里 水 10:00 施設希望者 加茂395

加茂西公会堂
月

(祝日は
休）

10:00 希望者 加茂618

原新田公会堂 水 10:00 サロン 富丘887-4

東原西会館 月 9:30 サロン 東原298

富丘広野公会堂 月 9:00 希望者 富丘74

アミューズ豊田 金 10:00 サロン 上新屋304

井通交流センター 火 13:00 サークル 弥藤太島500-1

上新屋公会堂 火 13:30 サロン 上新屋635

長森公民館 水 13:30 希望者 長森153

下本郷公民館 月 13:00 シニアクラブ 下本郷733-1

気子島公民館 金 9:15 シニアクラブ 気子島437

赤池公民館 火 13:00 シニアクラブ 赤池352-2

宮之一色公会堂 水 11:00 サロン 宮之一色432

立野公会堂 水 13:30 サロン 立野2022-2

青城

自宅4件、サークル2件

見付

大藤

岩田

豊岡

池田

富岡

豊田東

井通
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